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運 輸 安 全 委 員 会 



船舶事故等調査報告書（軽微）一覧 

漁船第十五寶進丸衝突 （函館事務所） 

１ 漁船第七十二明洋丸運航不能(機

損傷) 関

（仙台事務所） 

２ 砂利運搬船第二十一いわしろ丸乗

揚 

３ モーターボート鮮翔丸運航阻害 

（横浜事務所） 

４ 水上オートバイ RXP 水上オートバ

イウィング衝突 

５ 清掃兼油回収船白龍モーターボー

ト APRILWING 衝突 

６ 油送船第十近雄丸乗揚 

７ モーターボート Cherry Friends2001

モーターボートプルメリア６衝突 

８ モーターボートラ・キュメラ沈没 

９ 漁船政八丸漁船先進丸衝突 

10 貨物船住徳丸定置網損傷 

11 産業廃棄物運搬船第五永昇丸衝突

（灯標） 

12 押船第３駿河丸乗揚 

13 引船第八東亜丸衝突（防波堤） 

14 旅客船ドリーム号Ⅲ乗揚 

（神戸事務所） 

15 貨物船佑佳油送船新栄丸衝突 

16 ＬＰＧ運搬船第二十一日吉丸運

不能（機関損傷） 航

17 貨物船東広丸衝突（岸壁） 

18 貨物船新三栄丸衝突（岸壁） 

19 漁船第六十八幸漁丸火災 

20 漁船さと丸運航不能（機関損

傷） 

 鉱石専用船ＡＺＵＬ ＬＥ21 ＧＥＮＤＡ

） 

丸乗揚 

25 SHUN FA 6 貨物船第十五旭

26 船第八一栄丸漁船第八和幹丸衝

28 利採取運搬船第参拾参宝来丸乗

29 ９はしけ

30 利採取運搬船第二十六中野丸乗

33 薬品ばら積船太陽丸衝突

35 三恭丸モー

36 利採取運搬船第三十八芳成丸乗

38 AL GUISAN 漁船第十

39 テナ船つるかぶと漁船明石丸

船第二金比羅丸衝突 

22 漁船第二蛸島丸衝突（防波堤

23 貨物船第二十六親力

24 貨物船平成丸乗揚 

 貨物船

丸衝突 

 漁

突 

27 貨物船 Guts 妙宝丸衝突（岸壁） 

 砂

揚 

 引船龍神丸はしけ◇５０

ひかり丸押船博陽丸衝突 

 砂

揚 

31 貨物船第一大黒丸乗揚 

32 砂利採取運搬船第拾壱住吉丸乗揚 

 液体化学

（桟橋） 

34 砂利運搬船奥栄丸乗揚 

 ケミカルタンカー第二

ターボート康代丸衝突 

 砂

揚 

37 作業船海徳丸浚渫船高砂丸衝突 

 貨物船 GENER

一大吉丸衝突 

 コン

衝突 

40 作業船第８ハリマ丸乗揚 

41 漁船戎丸漁船住吉丸衝突 

42 漁船大興丸漁

（広島事務所） 

※下線付き番号はインシデント 



43 貨物船太陽丸衝突（防波堤） 

 引船開洋台船遼引船第三44 十五向運

45 起重機船錦雄丸のり

46 七明友丸起重機船第八明友

47 １デッキ

うぎり丸衝突 

50 ターボート裕克丸釣船康喜丸

53 ーターボート

54 船フェリーしらしま衝突（岸

55 しんこう丸漁船（船名不

56 第八福和丸貨物船第八福和

57 第五三徳丸バージ第六三徳丸

58 十二仁洋丸漁船第十三松栄

60 一天佑丸バージ天佑三

丸台船ＭＫ－１０２衝突 

 押船ふじたか

養殖施設損傷 

 押船第

号乗揚 

 引船東亜丸はしけ No.３

バージのり養殖施設損傷 

48 漁船義栄丸釣船ゆ

49 引船熱田丸乗揚 

 モー

衝突 

51 モーターボート海友丸乗揚 

52 貨物船大照丸かき養殖施設損傷 

 貨物船すずか丸モ

ＰＥＡＣＥ－８衝突 

 旅客

壁） 

（門司事務所） 

 漁船第八

詳）衝突 

 交通船

丸転覆 

 押船

乗揚 

 漁船第

丸衝突 

59 漁船博福丸衝突（定置網） 

 押船第二十

十二号乗揚 

61 旅客船シーホーク運航阻害 

63

62 貨物船宮吉丸乗揚 

 液体化学薬品ばら積船第七昭栄

 

天保山乗揚 

66 金栄丸バージ第八十

68 ェリーたかしま２

 

 プレジャーボート末丸乗揚 

 

64 貨物船第四拾八盛栄丸乗揚

65 引船兼作業船

（長崎事務所） 

 押船第八十八

八金栄丸乗揚 

67 モーターボートＴＡＫＡＫＩ乗揚 

 旅客フェリーフ

漁船福良丸衝突

（那覇事務所） 

69 漁船菊丸浸水 

70 漁船祥洋丸衝突（岸壁） 

71

丸座洲 

※下線付き番号はインシデント 



船舶事故等調査報告書 

平成２２年９月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０広第９０号 

事故等名 衝突（岸壁） 

発生日時 平成２２年５月２６日 １７時０５分ごろ 

発生場所 島根県西ノ島町 別府
べっぷ

港４号岸壁（概位 北緯３６°０６.５′ 東経１

３３°０２.５′） 

事故等調査の経過 平成２２年６月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客船 フェリーしらしま、２,３４３トン 

１３３６７５、隠岐汽船株式会社 

乗組員等に関する情報 船長、三級海技士（航海） 

死傷者等 なし 

損傷 船体：左舷船首部に凹損 

岸壁：車止めに破損 

事故等の経過  本船は、船長ほか１７人が乗り組み、乗客３２６人、車両３台を乗せ、

別府港４号岸壁に着岸する際、平成２２年５月２６日１７時０５分ごろ、

左舷船首部が岸壁に衝突した。 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北西、風速 約１７㎧、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の中央期 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

本船は、別府港内の岸壁に着岸作業中、突風に

より船体が圧流されて、岸壁に衝突したものと考

えられる。 

原因  本事故は、本船が、別府港の岸壁に着岸作業中、突風により船体が岸壁

に圧流されたため、岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

 


